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Abstract: The aim of this study is to establish a hydrogen production and reduction cycle using solar energy. The cycle is carried out 

using a redox system of zinc oxide. This time, an electric furnace is used to heat Zinc Oxide and Carbon inside a reaction tube to 

thermally dissociate Zinc Oxide, which reacts with water vapor to produce hydrogen. After this, we will consider equipment, etc. to 

enable the same procedure to be performed using solar energy. 

 

１． はじめに 

 2018 年,日本は 90％以上の一次エネルギーを海外か

らの化石燃料に頼っている.そこで再生可能エネルギ

ーから水素をつくり,代替エネルギーとして利用する

ことが出来れば,エネルギーコストを抑制しつつ,エネ

ルギー調達先の多角化につながる[1]. 

 本研究では太陽光をフレネルレンズで点集光し,得

られた高温熱源を利用して金属水熱反応を用いて亜鉛

と水から水素を生成し,同様に熱解離反応により酸化

亜鉛から亜鉛を還元するサイクルを考案し,装置を試

作することを目的とする.今回はその前段階として太

陽光ではなく,電気炉を用いた実験について報告する. 

 

２． 理論 

 金属酸化物の酸化還元系を利用したサイクルとして,

ここでは酸化亜鉛サイクルを用いる.Zn/ZnO 系サイク

ルの反応は次のように進行する. 

ZnO → Zn + 1 2⁄ O (1) 

Zn + H O → ZnO + H (2) 

式(1)の酸化亜鉛の熱解離において,大気圧下では酸

化亜鉛の融点は 1975℃と非常に高温なため,熱解離を

行う場合 2000℃以上の高温である必要がある.そのた

め今回は真空ポンプを用いて減圧することで酸素分圧

を下げ,低温において酸化亜鉛表面を還元させ亜鉛の

再生を行う.図 1 のエリンガム図から様々な雰囲気の

下で金属が酸化するか,還元するかを読み取ることが

出来る[2].エリンガム図は縦軸に標準生成エネルギー

ΔG0,横軸に炉内温度 T をとる.ここで縦軸の標準ギブ

スエネルギーΔG0は次の式で表せる. 

∆G = −RT ln P (3) 

すなわちエリンガム図は炉内の酸素分圧𝐏𝐎𝟐と炉内温

度 T の関数になっている.同図から酸素分圧を下げる

ことにより低温でZnOを還元できることが読み取れる. 

 

 
Figure 1. Ellingham diagram[3] 

 

次に式(2)の酸化反応において,図 2 に示すように亜

鉛の沸点は大気圧下で 907℃と高温であるので,図 2 か

ら分かるように飽和蒸気圧を下げる目的として酸化過

程では真空ポンプを用いて減圧する.  

 
Figure 2. Vapor pressure of each metal[4] 
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Figure 3. Experimental apparatus 

 

３． 実験装置及び実験方法 

 実験装置を図 3 に示す.粉末の ZnO(1.0g)と細かく砕

いた C(1.0g)を乗せたボートと Zn が堆積しているか確

認するステンレス板を入れた反応管(SUS310S, 長さ

600mm, 直径 19mm, 肉厚 1mm)をボートの位置が電気

炉の中心になるように設置し,電気炉出口付近の反応

管に銅管を巻き付け,水を流し冷却することで還元反

応で再生した Zn を堆積させる.右側には熱電対,真空

計,ヒーター,ポンプを設置し,左側には真空ポンプを

設置する.また弁は酸化反応実験の気体収集の際に使

用する.今回は還元反応を行った後に,堆積した Zn の

酸化反応を行い水素を採取する.以上のように一本の

反応管内で Zn の酸化還元サイクルの実験を行った. 

3-1 還元反応  

酸化亜鉛の熱解離条件を満たすため,真空ポンプを

用いて反応管内部を減圧(約 500Pa)し,酸素分圧を下げ

ると同時に熱解離により再生した Zn を堆積されるた

め銅管に冷却水を送る.反応管内部が減圧したら,最高

温度 900℃に設定した電気炉の電源を入れる.この間,

熱電対の記録はデータロガーに記録する.電気炉が

900℃(反応管内温度 826℃)に到達したら 10 分間反応

させる.図 4のように銅管を巻き付け,冷却した位置(赤

枠)のステンレス板に亜鉛が堆積したことが分かる. 

 

 
Figure 4. Zn deposition position 

 

3-2 酸化反応 

 還元反応が終了したらボートを取り出し,銅管を巻

き付け冷却した位置の反応管内壁に Zn が堆積してい

るため,その位置が電気炉の中央になるように調整す

る.そして真空ポンプで反応管内部を減圧(約 500Pa)す

る.反応管内部が減圧したら最高温度 800℃(反応管内

温度 716℃)に設定した電気炉の電源を入れる.その後

は真空計を観察し,圧力上昇を観測したタイミング(電

気炉 680℃,炉内温度 340℃)で弁を閉め,加熱した水蒸

気(6mL)を反応管内部に送る.その後 10 分間反応させ

る.反応後は弁を開き,サンプリングバックに反応管内

部の気体を収集し,サンプリングバック内の水素濃度

を測定する. 

 

４． 実験結果 

 上記の実験から反応管内部の気体を収集したサンプ

リングバック内の水素濃度を検知管で測定した結果を

図 5 に示す. 同図からサンプリング内の水素濃度は

2.0%以上であることが分かる. 

 

 
Figure 5. Hydrogen concentration 

 

５． 結論と今後の方針 

 今回の実験で ZnO から還元反応により再生した Zn

を冷却水で冷却することで反応管内の任意の位置に

Zn を堆積させ一本の反応管内で酸化還元反応を行い,

水素を生成することが出来た.今後は ZnO を今回の Zn

のように任意の位置に堆積させる方法を考察し,今回

の酸化反応実験で発生した ZnO をさらに還元し,連続

的なサイクルを考察する.また電気炉での実験と同様

の結果を太陽集熱でも得られるか実験し,その結果か

ら太陽光集熱による水素生成及びZnOの熱解離サイク

ルの効率的な装置の作成を行う. 
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